
１ 概要 

感染拡大の傾向がみられているため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項の規定に基づき、知

事の判断により、検査の受検を要請し、要請に応じる県内在住の方に対して実施する下記検査を無料とします。 

 

２ 対象者 

   無症状で、感染不安を感じる県内在住の方 

例）感染拡大地域を往来、感染対策が不十分な会食等 

    ※ワクチン接種の有無は問いません 

    ※有症状の方は、かかりつけ医や長野県受診・相談センター 

にご相談ください 

 

３ 期間 

   令和４年１月７日（金）～令和４年１月 31 日（月）まで 

    ※終期は感染状況により変更される場合があります。 

 

４ 受検方法 

検査場所(医療機関、薬局等)において、申込書に必要事項を 

記載し、身分証明書等による本人確認の上、検査を受検 

 

５ 検査場所等 

   検査場所：県内の医療機関、薬局等（73 箇所 令和４年１月６日現在） 

検査種類：PCR 検査等又は抗原定性検査 

※検査場所（検査実施事業者）は、別紙又は県ホームページをご確認ください。 

（https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/kensa.html） 

※検査場所は順次拡大していく予定です。 

    ※受検可能な日時は、通常の営業日及び営業時間と異なる場合があります。また、１日の検査可能件 

      数には限りがあるため、希望どおりに受検できない可能性があります。 

 

６ その他 

    現在実施中の「ワクチン・検査パッケージ制度等を利用するための無料検査」については、引き続き 

    実施します。詳細は、上記の県ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

本日１月６日（木）、県内でオミクロン株陽性者が確認されました。これを受け、県では、感

染不安を感じる県民の皆様がどなたでも受けられる無料検査を、令和４年１月７日（金）から

実施します。 
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長野県（健康福祉部）プレスリリース 令和４年（2022 年）１月６日 

 

１月７日（金）から無料検査の対象者を拡大します 

登録した事業者の目印はこちら↑ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/kensa.html


令和４年１月６日現在

圏域 PCR等 抗原定性 事業者名 店舗、事業所等の名称 所 在 地 電話番号

01佐久 実施 実施 有限会社信州ファーマ 中込中央薬局（ドライブスルー） 佐久市中込3110-15 0267-63ー2752

01佐久 実施 実施 有限会社信州ファーマ 美里薬局(ドライブスルー) 小諸市耳取988−9 0267-67-5091

01佐久 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ店 ⾧野県佐久市小田井６１３−１ 0267-66-0338

01佐久 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局佐久市役所前店 ⾧野県佐久市中込３０１６−３ 0267-64-5030

01佐久 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局佐久中込店 ⾧野県佐久市中込４４７−５ 0267-64-6757

01佐久 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局佐久野沢店 ⾧野県佐久市野沢下木戸２４８−１ 0267-64-6068

01佐久 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局小諸みかげ店 ⾧野県小諸市御影新田２５７８−１ 0267-26-5126

01佐久 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局小諸御幸町店 ⾧野県小諸市御幸町一丁目２番２６号 0267-26-2207

02上田 ー 実施 株式会社みらい ひかり薬局 上田市古安曽１８７６−４ 0268-39-1565

02上田 ー 実施 株式会社コバヤシ コバヤシ薬局（ドライブスルー） 上田市上丸子1596-3 0268-42-6767

02上田 ー 実施 有限会社アイファ あい薬局 上田市上田原707-3 0268-24-9090

02上田 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局上田山口店 ⾧野県上田市上田山口１２２１−１ 0268-29-5404

02上田 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局上田真田店 ⾧野県上田市真田町本原７４６−１ 0268-72-8001

02上田 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局上田しおだ野店 ⾧野県上田市神畑５００ 0268-29-6628

02上田 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局東御田中店 ⾧野県東御市田中586-1 0268-64-6154

02上田 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局東御かのう店 ⾧野県東御市和３１７８ 0268-64-7708

02上田 ー 実施 小林薬局 小林薬局 (ドライブスルー) 東御市常田160-9 0268-64-0100

03諏訪 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局岡谷⾧地店 ⾧野県岡谷市⾧地権現町１−７−３２ 0266-26-2512

03諏訪 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局岡谷⾧地北店 ⾧野県岡谷市⾧地梨久保一丁目6番40号 0266-26-0117

03諏訪 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局茅野本町店 ⾧野県茅野市本町西４６０４番地１ 0266-82-8220

03諏訪 実施 実施 医療法人ともみ内科医院 医療法人ともみ内科医院 ⾧野県茅野市本町東３−５ 0266-82-0424

03諏訪 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局諏訪上川店 ⾧野県諏訪市上川3-2450-1 0266-56-1018

03諏訪 ー 実施 株式会社ファルマ総合研究所 ららくま薬局 ⾧野県諏訪市上川三丁目２２９２−１ 0266-58-0090

03諏訪 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局諏訪四賀店 ⾧野県諏訪市大字四賀１７３５ 0266-54-2811

04上伊那 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局伊那上新田店 ⾧野県伊那市上新田２０２１ 0265-71-6820

04上伊那 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局伊那上牧店 ⾧野県伊那市上牧６５９０ 0265-71-5057

04上伊那 ー 実施 株式会社クスリのサンロード
サンロード小町屋薬局（ドライブス

ルー）
⾧野県駒ケ根市下市場32-6 0265-82-7331

04上伊那 ー 実施 株式会社クスリのサンロード
サンロード調剤薬局南田店（ドライブ

スルー）
⾧野県駒ケ根市南田10-15 0265-98-8130

04上伊那 ー 実施 株式会社クスリのサンロード
辰野調剤センター薬局病院前（ドライ

ブスルー）
⾧野県上伊那郡辰野町辰野1463-1 0266-44-3611

長野県ワクチン・検査パッケージ　検査又は検体採取を行う事業所等の一覧 別紙
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04上伊那 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局箕輪店 ⾧野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪3364-2 0265-71-3053

05南信州 実施 実施 有限会社ささき薬局 こまんば薬局 ⾧野県下伊那郡阿智村駒場362-1 0265-48-8887

05南信州 ー 実施 株式会社クスリのサンロード
クスリのサンロード薬局松川店（ドラ

イブスルー）
⾧野県下伊那郡松川町元大島1453 0265-49-8166

05南信州 ー 実施 株式会社マツムラ 松村薬局 ⾧野県飯田市山本１６４９−３ 0265-25-3699

05南信州 ー 実施
一般社団法人飯田下伊那薬剤師

会
飯田下伊那薬剤師会 会営薬局 飯田市知久町４丁目１２１０番地１ 0265-53-5200

05南信州 ー 実施 株式会社種まく人 きたがた薬局 飯田市北方２４２８ー４ 0265-49-0745

06木曽 ー 実施
株式会社ヘリックスケアファー

マ
大桑はなの木薬局（ドライブスルー） 木曽郡大桑村⾧野２８６１−４ 0264-55-1710

07松本 ー 実施 一般社団法人⾧野県薬剤師会
⾧野県薬剤師会会営薬局

（ドライブスルー）
松本市旭2丁目11番20号 0263-32-3663

07松本 ー 実施 やまぐちクリニック
やまぐちクリニック（ドライブス

ルー）
松本市岡田松岡１２１−１ 0263-31-5665

07松本 ー 実施 有限会社加賀美 ミズキ薬局 松本市村井町南１−３４−１９ 0263-85-7155

07松本 ー 実施 有限会社加賀美 加賀美薬局 松本市村井町南１−３６−１３ 0263-85-7890

07松本 ー 実施 有限会社日野薬局 日野薬局 松本市中央1-3-16 0263-32-4237

07松本 実施 実施 環境未来株式会社 環境未来株式会社総合検査センター 松本市和田4010-5 0263-88-3911

07松本 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局安曇野豊科店 ⾧野県安曇野市豊科５４５３番地 0263-71-2361

07松本 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局安曇野インター店 ⾧野県安曇野市豊科田沢６９５９番地１０ 0263-71-1512

07松本 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局松本高宮西店 ⾧野県松本市高宮西３−１ 0263-24-0020

07松本 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局松本渚店 ⾧野県松本市渚１丁目７−１ 0263-24-3158

07松本 実施 実施 パルク相談薬局 パルク相談薬局（ドライブスルー） ⾧野県松本市大字南浅間645番地４９ 0263-46-6166

07松本 ー 実施 株式会社クスリのサンロード
クスリのサンロード薬局蟻ケ崎店（ド

ライブスルー）
⾧野県松本市沢村3丁目694-7 0263-88-2918

07松本 ー 実施 松本保険薬局事業協同組合 ほんじょう薬局（ドライブスルー） ⾧野県松本市本庄2-4-1ﾌｫｰﾗﾑ本庄1階 023-39-2555

08北アルプス ー 実施 大北保険薬局事業協同組合 れんげ薬局 大町市大町３１１５ー７ 0261‐22‐0125

08北アルプス ー 実施 有限会社太田 太田薬局（ドライブスルー） ⾧野県北安曇郡白馬村北城６０２９ 0261-72-5593

08北アルプス ー 実施 有限会社巣山 スヤマ薬局あいそめ 北安曇郡池田町会染4831番地4 0261-62-0208

09⾧野 ー 実施 小布施薬局 小布施薬局（ドライブスルー） 上高井郡小布施町小布施1062 026-247-2053

09⾧野 ー 実施 株式会社伊勢屋薬局
須坂いせや薬局

（ドライブスルー）
須坂市井上砂田１７００−１４ 026-242-3070

09⾧野 ー 実施 株式会社伊勢屋薬局
元町薬局

（ドライブスルー）
千曲市稲荷山１２６４−３ 026-214-3282

09⾧野 ー 実施 株式会社伊勢屋薬局
いせや薬局

（ドライブスルー）
千曲市稲荷山８３５ 026-273-4489

09⾧野 ー 実施 株式会社伊勢屋薬局
JAあんずいせや薬局

（ドライブスルー）
千曲市雨宮中原３１７ 026-273-3107

09⾧野 ー 実施 有限会社日野屋薬局 お日さま薬局 千曲市小島3128 026-272-0229
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09⾧野 ー 実施 株式会社伊勢屋薬局
戸倉いせや薬局

（ドライブスルー）
千曲市上徳間古屋敷３４６−４ 026-261-0070

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局飯綱平出店 ⾧野県上水内郡飯綱町大字平出２８３８番地１ 026-253-1118

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局須坂日滝店 ⾧野県須坂市大字日滝９７３番地１ 026-242-3050

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局千曲稲荷山店 ⾧野県千曲市稲荷山治田町１３３２ 026-273-8208

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局千曲内川店 ⾧野県千曲市大字内川６７７番地１ 026-261-5280

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局⾧野川中島店 ⾧野県⾧野市稲里町中氷鉋９６３番地１ 026-291-0683

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局⾧野三輪店 ⾧野県⾧野市三輪６−１６−２７ 026-238-6082

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局⾧野篠ノ井小森店 ⾧野県⾧野市篠ノ井小森４７７番地１ 026-299-8253

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局⾧野若穂店 ⾧野県⾧野市若穂錦内４４５ 026-282-3766

09⾧野 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局⾧野若槻大通り店 ⾧野県⾧野市徳間１−５−２６ 026-258-6070

09⾧野 実施 ー 株式会社フラント
あいケア薬局本郷駅前店

（ドライブスルー）
⾧野市三輪３−１４−７ 026-262-1327

09⾧野 実施 ー 株式会社フラント あいケア薬局西和田店 ⾧野市西和田１−２８−４６ 026-239-7886

09⾧野 ー 実施 合資会社国民堂薬局 国民堂薬局（ドライブスルー） ⾧野市豊野町豊野1307 026-257-2027

10北信 ー 実施 株式会社まつい薬局 まつい薬局（ドライブスルー） 中野市金井893-5 0269-26-6972

10北信 実施 実施 ウエルシア薬局株式会社 ウエルシア薬局中野駅前店 ⾧野県中野市西条字並柳１２６９ 0269-24-5208
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